
　　　　ぎ か い 　 　 し ご と    　　し

～議会の仕事を知ってみよう！～

しほろ ちょうぎかいじむきょく

士幌町議会事務局



　　　　　ち ょ う 　 ぎ 　 か い            

①町議会ってなにをするところ？

    ちょう ぎかい       しほろちょう                         す            おも

 町議会は、士幌町を、みんながずっと住みたいと思うようなよいまちにしていく
        ちょうみん   だいひょうしゃ    ちょう    ぎかい         ぎいん         はな     あ

ため、町民の代表者（町議会議員）が話し合いをするところです。
    ぎ かい                  ちょうみん   だいひょう                     い  けん   かんが                      い

 議会のやくわりは、町民の代表として、みんなの意見や考えをまちづくりに活かし
 

ていくことです。

               はな     あ

どんなことを話し合っているの？

  まち   き       じょうれい     き       か

○町の決まり（条例）を決める、変える
  まち    かね              つか        よさん      き         ただ    つか            しら

○町のお金をどんなことに使うか（予算）決めたり、正しく使われているか調べる
  まち    しごと         しつもん       しごと  ただ    おこな           しら

○町の仕事について質問して、仕事が正しく行われているか調べる



  ちょう  ぎかい      ぎいん         しほろちょう       す     ひと    だいひょう             しほろちょう     す                 ひと   なか             とうひょう

 町議会議員は、士幌町に住む人の代表として、士幌町に住んでいる人の中から投票
            えら                             えら    かた      せんきょ                              さいいじょう      ちょうみん    とうひょう

によって選ばれます。このような選び方を選挙といいます。１８才以上の町民が投票
                               

 することができます。 
   しほろちょう               にん        ぎいん               せんきょ   えら               ねんかん    ぎいん         かつどう

士幌町には１２人の議員がいて、選挙で選ばれると４年間、議員として活動すること

ができます。

　　　　　ちょう　  　ぎ　　  かい　　　ぎ　　　いん

②町議会議員ってなぁに？

 ぜんいん   しほろちょう    す          ひと

全員、士幌町に住んでいる人たち
          さいいじょう

（２５才以上）

えら

選ぶ

ちょう    みん

町  民
    さいいじょう

（１８才以上）



     ぎかい       ねん   かい      がつ      がつ     がつ        がつ   ひら         ていれいかい        ひつよう    

 議会には年４回（３月、６月、９月、１２月）開かれる定例会と、必要がある
         ひら         りん  じ   かい

ときに開かれる臨時会があります。
  ていれいかい     りんじかい          ぎ いん ぜんいん   あつ        はな   あ      ほん かい ぎ      たんとう  

 定例会や臨時会には、議員全員が集まって話し合う本会議と、担当グループに
 わ           くわ     はな    あ    い いん かい 

分かれて、詳しく話し合う委員会があります。 
    ほんかいぎ    ぎじょう   ちょうしゃ   かい      いいんかい     いいんかいしつ      ぎいんひかえしつ   ちょうしゃ   かい     おこな

 本会議は議場（庁舎３階）、委員会は委員会室か議員控室（庁舎３階）で行われま
す。

　　　　　　ぎ　　かい

③議会っていつどこでするの？

 ぎ  じょう

議 場
ぎいんひかえしつ

議員控室
いいんかいしつ

委員会室



     ていれいかい    はじ            ほんかいぎ    いいんかい     ひら                            はな     あ

 定例会が始まると、本会議と委員会が開かれていろいろなことが話し合われます。
        ていれいかい       ぎいん    まち    しごと           しつもん     ていあん         しつぎ       いっぱんしつもん  おこな

また、定例会では議員が町の仕事について質問や提案をする質疑や一般質問も行われ

ます。

　　　　　　てい　　れい　　かい

④定例会ってなにするの？

ほんかいぎ

本会議
  ちょうちょう  はな   あ

①町長が話し合ってもらいたいこと
   ぎあん             せつめい

（議案）について説明します
   ぎあん    たい     ぎ いん   しつもん    ちょうちょう

②議案に対して議員が質問し、町長
   こた            しつぎ

が答えます（質疑）
   くわ     はな    あ             ぎあん      いいん  

③詳しく話し合うため、議案を委員
かい                    ふたく

会にあずけます（付託）
   まち     しごと              ぎいん    しつもん

④町の仕事について、議員が質問や
 ていあん               いっぱんしつもん

提案をします（一般質問）

いいんかい

委員会
    ふたく         ぎあん          くわ

⑤付託された議案について詳しく
はな   あ              ぎあん  しんさ

話し合います（議案審査）
     いいんかい          ぎあん   さんせい   はんたい

⑥委員会として議案に賛成か反対か
 たすうけつ    き            さいけつ

多数決で決めます（採決）

   いいんかい     はな   あ       けっか      いいんちょう

⑦委員会で話し合った結果を委員長
   ほうこく

が報告します
   ほうこく          けっか           ほか   ぎいん

⑧報告された結果について他の議員
  しつもん              しつ ぎ

が質問をします（質疑）
   ぎあん    さんせい   ぎいん     はんたい    ぎいん

⑨議案に賛成の議員、反対の議員が
  いけん   はっぴょう              とうろん

意見を発表します（討論）
   ぎかい         ぎあん    さんせい    はんたい

➉議会として議案に賛成か反対かを
  たすうけつ     き                      さいけつ

多数決で決めます（採決）

ほんかいぎ

本会議



   いんんかい       ぎかい              はな    あ    ぎ かい   うん えい  い      いん  かい    まち      しごと                   

 委員会には議会のルールを話し合う議会運営委員会、町の仕事についてグループ
    わ          はな    あ    じょうにん    い   いん  かい     とくべつ     もんだい           はな     あ    とく べつ い  いん かい

に分かれて話し合う常任委員会、特別な問題について話し合う特別委員会があり

ます。
    しほろちょう   じょうにん  い   いん かい                              き      ちょうさ             まち     しごと       ていあん

 士幌町の常任委員会では、それぞれテーマを決めて調査をして、町の仕事への提案

をしています。

　　　　　　い　　　いん　　かい

⑤委員会ってなにするの？

いいんかい

委員会 じょうにんいいんかい

常任委員会

そうむぶんきょうじょうにんいいんかい

★総務文教常任委員会

さんぎょうこうせいじょうにんいいんかい

★産業厚生常任委員会

ぎかいうんえいいいんかい

議会運営委員会

とくべついいんかい

特別委員会

ぎかいこうほうとくべついいんかい

★議会広報特別委員会

　　　   しほろちょうだい きまちそうごう

※士幌町第６期町づくり総合計画・地方創生策
定及び新拠点「道の駅」検討特別委員会



　　　　　　ぎ　じょう

⑥議場をのぞいてみよう！

④

②

①

③

④

   ぎ    ちょう せき

①議長席
  ぎいん      なか             えら

議員の中から選ばれた
  ぎちょう    すわ     しんこう

議長が座り進行します。
      ぎかい   じむきょくちょう

となりには議会事務局長
    すわ

が座ります。
 

     えん だん   

②演壇
ちょうちょう きょういくちょう       はな

町長・教育長が話しを
       

するときはここから
はな

話します。

    せつ めい  いん せき

⑤説明員席
ちょうちょう      ちょう  しょくいん

町長など、町の職員が
すわ

座ります。
 ぎかい  じむきょく   しょくいん

議会事務局の職員もここ
   すわ

に座ります。
 

   ぎ いん せき

④議員席
 ぎいん    き          ばんごうじゅん

議員が決められた番号順
  すわ

に座ります。
 

⑤ ⑤

    しつ もん せき

③質問席
 ぎいん   しつもん

議員が質問をするときは
          はな

ここから話します。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　ねが

⑦みんなのお願いはきいてもらえるの？
   ちょう     ほっかいどう    くに     し ごと           ぎ かい             つた                     

 町や北海道、国の仕事について議会をとおして伝えることができます。
        せい がん

これを請願といいます。
   せいがん    ぎ かい    はな     あ          じつげん          けってい           けってい               さい たく     

 請願は議会で話し合われ、実現するか決定します。決定することを採択といい、
ちょう   し ごと   い                 くに    ほっかいどう     い   けん    だ               

町の仕事に活かされたり、国や北海道に意見を出します。
   せいがん    だれ      だ                          さん  せい        ぎ   いん    ひつよう

 請願は誰でも出すことができますが、賛成する議員が必要になります。

   せいがん     ていしゅつ

請願を提出 ちょうちょう そうふ

町長へ送付
      し   ほろ ちょう ぎ かい

士幌町議会

   い    いん  かい

委員会
   ほん かい  ぎ

本会議

  さい　たく

採択
こうえん あたら

公園が新しくなればいいのに
なぁ、、、

           じつげん

いっしょに実現しましょう！ じつげん

実現できるようにがんばります！

  ちょう ぎ かい ぎ いん

町議会議員

 ちょうちょう

町長



　　　　　　ぎ　　　かい

⑧議会からのおたよりってあるの？

   ていれいかい    お              ねん   かい   ていれいかい    ないよう              ぎかい            つく

 定例会が終わるごとに年４回、定例会の内容をまとめた議会だよりを作っています。
 まち    こうほうし                    じたく    ゆうそう                    やくば          くば

町の広報誌などとまとめて自宅に郵送しているほか、役場などで配っています。
           しほろちょう ぎかい                       み                                み

 また、士幌町議会ホームページでも見ることができるので、ぜひ見てください。 



    ほんぎかい     いいんかい              けんがく                                  ぼうちょう

 本議会や委員会はだれでも見学することができます。それを傍聴といいます。
   ぼうちょうせき   いりぐち     ぼうちょううけつけぼ                  なまえ    きにゅう

 傍聴席の入口に傍聴受付簿があるので、名前を記入してください。
   ぎかい    ぼうちょう       まち    だいじ            き                   けんがく

 議会を傍聴して、町の大事なことが決まるので、ぜひ見学してみましょう！
       がくせい                ぎかい                          じむきょく           き がる      と     あ

 ※学生との「こども議会」もできるので、事務局までお気軽にお問い合わせ
ください。

　　　　　　ぎ　　　かい　　　　　　　けん　　がく

⑨議会の見学ってできるの？

    ぼうちょうせき

傍聴席   こ       ぎかい      しほろ  しょうがっこう    ねんせい

子ども議会（士幌小学校２年生）

          ぎちょう           きょくちょう

こども議長・こども局長


